
      第 7 回 新千里東町地域自治協議会 理事会 

                    自治会･団体間 連絡・相談事項    

提出日/ 24  年 11  月 10 日 
作成者/  清水 博文            
団体名/  東町老人クラブ連絡会                 
案件/   東町に要介護高齢者施設を誘致する要望について            

   （自治会・団体を超えて東町地域に広く関わりのある連絡・相談事項） 

 内容、配布資料（有・無）  ＊箇条書きにするなど簡潔に記載願います。 

 
 
 東町老人クラブ連絡会のメンバー5 名が去る 10 月 29 日にＵＲ都市機構の豊中市内 
の団地で、建替えに伴って設置された「要介護高齢者施設」2 箇所（東豊中団地内の特

別養護老人ホーム「豊中千寿園」と服部団地内のグループホーム「アイケア服部」）見

学してきました。 
 
 この結果も踏まえて、「東町に要介護高齢者施設の誘致要望」を 11 月 12 日の地域づ

くり部会での審議を済ませて、本日の理事会に地域づくり部会として提案させていただ

く予定であります。 
  



 



 

第   回新千里東町地域自治協議会理事会 
         自治会・団体間 連絡・相談事項 
提出日/2012 年 11 月９日（金） 

作成者/ 寺村 三郎 

団体名/ 公民分館    

案件/ 文化祭開催の御礼           

 （自治会・団体を越えて東町地域に広く関わりのある連絡・相談事項） 

内容、配布資料（有・無）    ※箇条書きにするなど簡潔に記載願います。 

 

１１月３日・４日 東丘小学校・自治会・団体の文教委員をはじめとする地域の皆様のご協力のもと、

第２７回文化祭が東丘小学校体育館・運動場で開催されました。 

運動場ではグランドゴルフが、体育館では、アソカ幼稚園・東丘保育所・小学校の園児・児童の作品と

ともに、２００人を超える住民の皆様の力作が展示されました。 

ご協力いただいた皆様に厚くお礼申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宛先/ hidekiy@labrid.jp    事務局共有宛先/ higashimachi.chiikijichi@gmail.com  

FAX/ 06-6834-0799 

電話/ 090-5009-8919 

担当/ 山田 秀樹 

※理事会開催日までに事前にご提出下さい 
  







 

第 ７ 回新千里東町地域自治協議会理事会 

東丘校区福祉委員会 自治会・団体間 連絡・相談事項 
提出日/2012 年 11 月 11 日（日） 

作成者/安井凖一郎 

団体名/東丘校区福祉委員会 

案件/１ 餅つき  ２ 世代間交流  ３ 賛助会員(会費)について    

 （自治会・団体を越えて東町地域に広く関わりのある連絡・相談事項） 

内容、配布資料（無）   ※箇条書きにするなど簡潔に記載願います。 

１ 「餅つき大会」 

日時・2012 年 12 月 8 日(土) 午前 9 時～昼頃  (雨天決行) 

場所・東丘小学校 校庭 

対象・住区の住民 (八中地域一部含)  

主催・東丘校区福祉委員会 ・民生委員・児童委員(民協) 

共催・東丘小学校・東丘校区公民分館・第八中学校区青少年健全育成会  

 目的・住区住民の多くが世代間を越えて集い交流し更に親交を深めることで 

明るい町を目指します 多くの皆さんにご協力をお願いします 

２ 「世代間交流(昔遊び)」のお知らせ 

   日時・12 月 19 日(水)―(予定)―午前 9時～12 時頃まで 

   場所・東丘小学校 多目的ルームとコミュニティルーム廊下一帯 

   対象・東丘小学校 2年生児童 全員 

       東丘校区福祉委員会全役員他・民生・児童委員・八千代クラブ・各老人会 

      (関係する各位のご協力をお願いします) 

  主催・東丘小学校   ・   共催・東丘校区福祉委員会 

  目的・今高齢者もかつてはよく遊んだ「昔遊びを」通じて交流し児童は学び互いに 

     理解を深め、児童が校内で育てた大根を収穫し福祉委員会・民生・児童委員 

ボランティアによって調理し「大根パーティ」で更に親交を深めます 

３  賛助会員(会費)のお願いについて(予告) 

   2013 年 2 月 1 日～3月 29 日間で募集予定です  

個人で 1口=500 円 法人で 1口=5,000 円 以上でお願いしています 

各自治会・管理組合・などで団体ごとにまとめて納付をお願いしています 

2013.1.中旬頃チラシも加えてご案内しますのでご協力下さい 

宛先/ hidekiy@labrid.jp    事務局共有宛先/ higashimachi.chiikijichi@gmail.com  

FAX/ 06-6834-0799 

電話/ 090-5009-8919 

担当/ 山田 秀樹 

※〆切/理事会開催日の 6 日前（月曜日） 
  



 

第７回新千里東町地域自治協議会理事会 
         自治会・団体間 連絡・相談事項 
提出日/2012 年１１月１８日（日） 

作成者/ 草場 祥光  

団体名/ 東丘ダディーズクラブ  

案件/ 空のイヴェント  

 （自治会・団体を越えて東町地域に広く関わりのある連絡・相談事項） 

内容、配布資料（有・無）    ※箇条書きにするなど簡潔に記載願います。 

 

秋のイベント「いにしえ街歩き 東町昔遊びツアー 第二弾」を 

本日 11 月 18 日に開催します。 

小学生、幼児、保護者合わせて 23 名の参加申し込みを頂きました。 

 

今後の予定と致しましては、千里ふれあいフェスタでの焼きそば作り。餅つ

き大会参加を予定 

 

このたび、理事会並びに臨時総会欠席に当たっては、他の行事との兼ね合い

で私どものイベントが同日開催となり申し訳ございませんでした。 

 

宛先/ hidekiy@labrid.jp    事務局共有宛先/ higashimachi.chiikijichi@gmail.com  

FAX/ 06-6834-0799 

電話/ 090-5009-8919 

担当/ 山田 秀樹 

※〆切/理事会開催日の 6 日前（月曜日） 
  



 

第７回新千里東町地域自治協議会理事会 
         自治会・団体間 連絡・相談事項 
提出日/2012 年 11 月 13 日（火） 

作成者/ 上田 稔  

団体名/新千里桜ヶ丘自治会 

案件/ 周辺環境の清掃のルールの見直し要請、ｶｰﾘﾝｺﾝの活用紹介      

 （自治会・団体を越えて東町地域に広く関わりのある連絡・相談事項） 

内容、配布資料（有・無）    ※箇条書きにするなど簡潔に記載願います。 

 

１．ｱﾄﾞﾌﾟﾄ清掃(道路美化)が毎月企画されているが、雨であったりすると実質未実施の月がある。 

  雨等で実施できないときは、翌週に延期する等ルール変更をしては？ 

  見栄えが良くない状況になれば、月一回でなく実施回数を増やすことも？ 

・ ｺﾞﾐ、缶、ﾋﾞﾆｰﾙ袋が、たばこの吸い殻が散見される。 

⇒東丘ｺﾐｭﾆﾃｨｰ委員会でご検討をお願いしたい。 

 

２．府道路の樹木（桜ヶ丘の北の道路～八中北）、市の管理地域の樹木で、老木で枯れ落ちて 

  そのまま周辺に放置されていたりする。･･･特に台風時に折れた木がそのままになっている。 

  ⇒部会（？）でﾊﾟﾄﾛｰﾙして、関連部署にｱｸｼｮﾝの要請を検討をお願いしたい。 

 

３．東町、各自治会のｲﾍﾞﾝﾄに 

  桜ヶ丘の文化祭（桜ヶ丘ﾌｪｽﾀ 2012 を 11 月 10 日～11 日）実施したが、その中で 

  企画した「ｶｰﾘﾝｺﾝ」が大人から子供まで熱くなって楽しめました。 

  東町のｲﾍﾞﾝﾄに今後活用したら、如何？  

 

  

 

宛先/ hidekiy@labrid.jp    事務局共有宛先/ higashimachi.chiikijichi@gmail.com  

FAX/ 06-6834-0799 

電話/ 090-5009-8919 

担当/ 山田 秀樹 

※〆切/理事会開催日の 6 日前（月曜日） 
  



 

第７回新千里東町地域自治協議会理事会 
      自治会・団体間 連絡・相談事項 
提出日/ 2012 年 11 月 13 日（火） 

作成者/ 和田 彪 

団体名/ 防犯東丘支部 

案件/ 今月の連絡事項なし 

 （自治会・団体を越えて東町地域に広く関わりのある連絡・相談事項） 

内容、配布資料 ：なし 

今月の連絡事項は特にありません。 

                                   以 上 

 

 

 

 

 

 

宛先/ hidekiy@labrid.jp    事務局共有宛先/ higashimachi.chiikijichi@gmail.com  

FAX/ 06-6834-0799 

電話/ 090-5009-8919 

担当/ 山田 秀樹 

※〆切/理事会開催日の 6 日前（月曜日） 
  





 

第  7 回新千里東町地域自治協議会理事会 
         自治会・団体間 連絡・相談事項 
提出日/2012 年 11 月 15 日（ 木 ） 

作成者/ 石田匡房         

団体名/ ガーデンヒルズ千里中央             

案件/  災害時炊き出し報告・深谷第三（シティハウス）工事       

 （自治会・団体を越えて東町地域に広く関わりのある連絡・相談事項） 

内容、配布資料（有・○無）    ※箇条書きにするなど簡潔に記載願います。 

 

●11.11（日）災害時炊き出し訓練を実施。 

 階段を使った避難 

 各戸への安否確認（シニア連絡網の会はマニュアルに応じ声掛け実施） 

 豊中市消防本部による心肺蘇生講習＆ＡＥＤ講習 

 アルファ化米の炊き出し調理、試食 

 試食後の意見交換 

 

 

 

●深谷第三（シティハウス）工事関連 

 工事も佳境にはいり、10 月 20 日頃から深夜作業における騒音発生。立替組合とコミュニケーション

実施。工事業者に戒告いただいた。 

以上

宛先/ hidekiy@labrid.jp    事務局共有宛先/ higashimachi.chiikijichi@gmail.com  

FAX/ 06-6834-0799 

電話/ 090-5009-8919 

担当/ 山田 秀樹 

※〆切/理事会開催日の 6 日前（月曜日） 
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